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令和２年度地域診断を実施しました

セーフコミュニティでは、科学的なデータの分析により根拠のある活動を行っています。
令和２年度は、第４回地域診断（第１回 平成２６年度、第２回 平成２８年度、第３回 平成３０年度）

を実施し、統計データやアンケートによって、けがや事故などに関する状況を分析しました。

郡山市 セーフコミュニティ 地域診断 検索

市ウェブページに地域
診断とアンケート調査
の結果を公開していま
す。
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けがや事故 急病やその他

郡山市における
救急搬送の割合

郡山市では、年間1万人以上が救急搬送されています。
そのうち、けがや事故による救急搬送の割合は、減少

傾向にあるものの、全体の２割以上を占めています。
今後も、けがや事故の原因を分析して対策を行うセー

フコミュニティ活動を行うことにより、少しでもけがや
事故の救急搬送数を減らしていくことは重要です。

シリーズ①
～データからこおりやまをみてみよう～

✅交通安全に関するデータ
✅交通安全対策委員会の取り組み

一般道路
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交差点
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その他

895人

交通事故による救急搬送発生場所
（2014～2020年累計）

“交差点”
での事故が
３割以上を
占めているよ

交通安全対策委員会では
2016～2019年に交差
点で発生した人身事故数
を集計し、事故多発地点
マップを更新しました。

みんなで
気をつけよう♪

これから、このチラシを
見た人の意識や行動がど
う変化したかを調査し、
今後の取り組みに活かし
ていきます。

出典：
郡山地方広域消防組合
平成26～令和2年 救急搬送データ

『交通事故多発地点マップ』

出典：郡山地方広域消防組合平成26～令和2年救急搬送データ（国表）
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なりすまし詐欺が多発しています！！！

なりすまし詐欺に関する不審な電話が多発しています。

令和３年は４月末までに８件 1,777万円の被害があり、
加えて、５月だけで１千万円以上の被害が出ています！！！

なりすまし詐欺には、
【オレオレ詐欺】【預貯金詐欺】【架空料金請求詐欺】
【融資保証金詐欺】【還付金詐欺】【キャッシュカード詐欺盗】
等様々ありますが、最近増えているのが【還付金詐欺】です。

還付金詐欺の手口

郡山市役所のAと申します。
あなたに医療費の過払い金があります。
過払い金を振り込みますので、これからすぐに
携帯電話を持って近くのATMに向かってください。
ATM機に到着したらこちらまでご連絡ください。

まずは「お振込」ボタンを押してください。
次に、返金のための支払元口座を教えますので、
「口座番号○○」を入力してください。
最後に、整理番号を入力してください。
整理番号は、「４・９・９・８・７・５」です。

○○です。
ATMに着きました。
どのように操作すれば
いいですか？

この手口は、お金が振り込まれる手続きと誤解させ、
犯人側の口座番号、振込金額を入力させて振込上限額
５０万円ギリギリを振り込ませるものです！

市役所や国県の機関が還付金等で
市民にATMの操作について電話を
することは絶対にありません！
少しでも怪しいと感じたら、家族
や警察に相談しましょう。

なりすまし詐欺撃退シールを活用しましょう！

福島県警察の協力のもと、電話機等に貼ることができる「なりすまし詐欺
撃退シール」を作成しました。
このシールを固定電話の受話器や電話の近くなど、よく目にするところに

貼ることで、詐欺被害を予防することを目的としています。
特に、昼間一人で家にいることの多い高齢者の方など、身近な方に注意を

呼びかけ、みんなでなりすまし詐欺を防ぎましょう！

POLICEメールふくしまに登録しましょう！

このシールを活用いただける機会がある方は、
郡山市セーフコミュニティ課
電話 024-924-2151 へお電話してください。
市ウェブページからもお申込みいただけます。

福島県警察では、以下の情報をメールで配信しています。

以下のメールアドレスか、右のQRコードを読み取って空メールを送信し、登録しましょう！

pmf01@uh28.asp.cuenote.jp

・なりすまし詐欺情報 ・犯罪発生情報 ・不審者情報
・地域安全情報 ・交通安全情報 ・防災情報

防犯対策委員会
＝ 高齢者の安全対策委員会 ＝

郡山市消費生活センター

郡山市内におけるなりすまし詐欺被害認知状況

令和１年

20 件

4,337万円

令和２年

34 件

5,637万円

情報提供：郡山警察署、郡山北警察署

身近な人を
詐欺の被害から
守りましょう！
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＝予防救急＝

郡山市 防災防疫ウェブサイト 検索

熱中症に注意しましょう！ ＝ 予防救急 ＝

郡山地方広域消防組合管内の過去５年間（2016～2020年）の６月から９月における熱中症による救急データ

年代別の搬送人員

今年も、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、マスクを着用する機会が多くあることが予想されます。

マスク着用時の注意点

・高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高まります。
屋外で人と十分な距離が確保できる場合は、マスクを外すようにしましょう。

・のどが渇いていなくても、こまめに水分補給を心がけましょう。

年代別の発症時の行動
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65歳以上

屋外活動 運動 移動 屋内活動 自宅等で活動なし

年代別では、「80歳代」が最も多く、「70歳代」「10歳代」と続きます。
「65歳以上」では、「自宅等で活動なし」の割合が６割以上と高くなっています。

自宅などの屋内で特に活動的に動いていない時であっても、エアコンを適宜使用する
など熱中症に対する注意が必要です。
「7～18歳」では８割が「運動中」に熱中症を発症していることから、運動前の

体調確認や、運動中の体調の変化に十分に注意するとともに、計画的な水分補給と
適度な休憩によって熱中症予防を図ることが必要です。

☆温度管理を行い暑さを避けよう

☆こまめに水分補給をしよう

☆暑さに備えた身体作りをしよう

☆日頃から健康管理をしよう

避難情報が変わりました！

令和３年５月20日から、
警戒レベル

４
避難指示で必ず避難！！
避難勧告は廃止になりました。

郡山市では、
災害対策基本法の一部改正に伴う
避難情報の変更や災害への日頃からの
備え、災害時の注意点、洪水ハザード
エリアと避難所などを掲載したハンド
ブックを作成し、配布しています。

一人ひとりが各種災害への備えを
再確認し、安全・安心なまちをつく
りましょう。

＝ 防災・環境安全対策委員会 ＝

郡山地方広域消防組合は
けがなどを予防する
『予防救急』に
取り組んでいます。

（人）



「セーフコミュニティこおりやま」のツイッター
アカウントで、安全・安心につながる情報やセーフ
コミュニティ活動の取組事例などを紹介しています。
アカウントを

お持ちの方は、
ぜひフォローを
お願いします！

発行 郡山市セーフコミュニティ推進協議会 ／ ２０２１（令和３）年６月
【お問合せ・連絡先】
事務局：郡山市市民部セーフコミュニティ課セーフコミュニティ推進室（郡山市役所西庁舎３階）

電話 ０２４－９２４－２１５１ ﾌｧｸｼﾐﾘ ０２４－９２１－１３４０
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ safecommunity@city.koriyama.lg.jp

検索郡山市 セーフコミュニティ
市民意識調査結果、地域診断等のデータが
ダウンロードできます。
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＠sc_koriyama

セーフコミュニティ課からのお知らせ

セーフコミュニティ賞候補者を募集します！

けがや事故の予防活動であるセーフコミュニティ活動を広め、安全に安心して暮らすことができる
まちづくりを推進するため、市内でセーフコミュニティ活動を取り組んでいる皆さんを表彰します！
セーフコミュニティ活動に取り組んでいる個人や団体、事業者の方はぜひ応募してください。

ツイッターで情報発信中出前講座をご利用ください

セーフコミュニティ活動推進事業所募集中

町内会や地域の会合、ご近所の方の集まりなどの
場に職員が出向き、セーフコミュニティについてご
説明します。
お気軽にセーフコミュニティ課へご連絡ください。
時間は１０分から２時間程度まで対応します。
オンラインによる講座もご相談ください。

電話 ９２４－２１５１

郡山市内において安全・安心に関する活動に取り組む企業・団体や事業所を募集しています。
皆さまのお申込をお待ちしています！

市内で活動している個人、団体、
町内会、事業者など ※自薦・他薦可

２０２１年７月１日（木）から
２０２１年９月３日（金）まで

募集期間 対象

こちらのページから
申し込みできます

市内で安全・安心に関する活動に取り
組む事業所（企業、団体、事業所等）

２０２１年４月 １日（木）から
２０２２年３月３１日（木）まで

※事業所の所在地は問いません

募集期間 対象

参加登録のメリット

参加登録いただいた事業所の安全・安心活動をPRします！

・セーフコミュニティ活動推進事業所ステッカーの交付
・セーフコミュニティこおりやま啓発ポスター、ステッカー等の交付
・市ウェブサイト等での安全・安心活動の紹介
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